友の会で気軽に
健康づくり!!

生涯を通じて心身とも
に〝 健 康 〟で あ る こ と は︑

事務局

昨年︑取り組んだ方か
◇﹁身体すっきり

（前田）

06‑6472‑1141

参加方法

西淀病院友の会

全 コースから好きな

06‑6472‑6453

コースを選択︵複数可︶

友の会本部（真崎）

し︑①申込ハガキ︵切手
不要︶をポストイン︵ま
た各事業に提出︶②毎日
の 記 録 用 紙︵ カ レ ン ダ
ー︶をお渡しします ③
記録用紙︵カレンダー︶

◆お問い合わせは

２面 簡単料理
３面 支部だより サークル予定
４面 クイズ 川柳 読者の声
絵手紙 など

に記入された提出者全員

◆報告書〆切：

主な内容

に粗品を謹呈︒

◆とりくみ期間：

「いつでも元気」510部

憲法改定を行なうとして

知らせします︒

西淀川・淀川健康友の会 友の会強化月間

12月28日
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幸せなくらしの原点︒そ

お友達やご家族と一緒に

らのアンケート調査で

ヘルシーコース﹂
に応募された方か
ら﹁毎日︑体重を
はかる習慣がつき
ました︒おかげで
〇〇キロ︑ダイエ
ットができまし
た﹂とうれしい声
が⁝︒

今年もとりくみます︒

10月〜11月

19

れには︑食生活など生活
習慣を改善すること︑運
動習慣を身につけること
などの﹁健康づくり﹂が
大事です︒あなたもチャ

気軽に健康増進を目指す

は︑９割をこえる人が︑

レンジしてみませんか︒

﹁健康チャレンジ﹂にご

〒555‑0024 大阪市西淀川区
野里３丁目５番22号
TEL 6471−0496
FAX 6471−0634
http://www.yodokyo.or.jp

健康習慣が身についたと

（一財）淀川勤労者厚生協会内

◇ご家族で﹁お口
さわやか歯みがき
コース﹂に応募さ
れた方から﹁おか
げで︑子どもに歯
みがきの習慣でき

（一社）
大阪ファルマプラン
TEL 6477−8088
http://www.faruma.co.jp

応募お待ちしています

込みは９月30日まで
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友令

ました﹂と感謝の
声︒

直接事業所へのお申

6472−6453
6478−3672
TEL
FAX

清藤
発行人

参加ください︒ぜひこの

９月号
の回答を頂きました︒

西淀川・淀川健康友の会

機会に︑生活習慣を見直
して﹁健康づくり﹂の習
慣を身につけましょう！

﹁健康
チャ
レ
ン
ジ
﹂
しま
せ
ん
か
？

チャレンジ10コース

西淀病院の病棟見守り
ボランティアが発足して
間もなく５年目を迎えま
す▼ＮＰＯ法人日本病院
ボランティア協会加盟︒
およそ２２０病院で活動
を行っており︑私たちボ
ランティアは資格が無い
ので治療したり︑不用意
に患者さんを動かしたり
は出来ませんが︑話し相
手になったり︑車椅子で
病院周辺を散歩したり︑
気分転換のお手伝いをし
ています▼時には将棋・
囲碁のお相手をするな
ど︑趣味を生かし自分に
とって得意分野で力を発
揮する場でもあります▼
見守りボランティアは︑
最初に車椅子の使用方法
や感染症対策の学習の講
います︒そんな中で︑こ
今年も 月１日から
習が必須です▼ボランテ
月 日まで﹁２０１７年 の月間では︑私たちの日
ィアをする上で特に私た
友の会強化月間﹂を取組 本国憲法について学ぶ期
ちが気を付けていること
みます︒今年度は﹁仲間 間として位置づけ︑﹁つど は︑患者さんのベッド脇
増やし﹂
︑
﹁協同基金増や い﹂︵＝班会︶を開催して で立ったままでは︑上か
し﹂
︑﹁班会開催﹂
︑﹁担い手 いきたいと思います︒積 ら目線となりますので腰
さん探し﹂
︑
﹁いつでも元 極的なご参加をお願いし を落として︑同じ目の位
置でお話します︒何処か
気﹂誌増やしなどの課題 ます︒
今 年 度 は ︑ 全 支 部 で の国の為政者とは大違い
についてそれぞれの支部
が年間目標の８割達成を ﹁健康チャレンジ﹂を呼 です▼先日１０５歳の生
目指します︒︵スタート集 びかけています︒多くの 涯を閉じられた日野原先
会 日時 ９月 日
︵火︶ 会員さんがこの運動に加 生は生涯現役を貫かれ︑
人に役立つ人として生き
午後２〜４時 場所 の わ っ て 頂 き︑
﹁健康なま
てこられたのではないか
ざと診療所３階にて︶
ちづくり﹂
を目指します︒
なと思います︒私たち庶
ご利用の診療所︑
病院︑
淀協が誕生して 周年
民は人として生き︑人と
薬局︑介護事業所やお住 に当たる今年︑２０１８
して暮らし︑人として老
まいの支部の訴えに積極 年３月に﹁健康まつり﹂ いて行きたいものです▼
的にお応え頂き︑ご協力 を開催します︒その準備 私たちボランティアは︑
ください︒
もこの月間を通じて行い 生きた証としての活動を
安倍内閣は何が何でも ますので︑決まり次第お 続けたいものです︒
︵黒木 利男︶
◆申込〆切：９月25日
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2017
年度

友の会の数
リーフレット

●会員世帯数
20,927世帯
●サークル・班数 121班
●協同基金
24,827人
1,048,341千円
一人当り
42,226円

「西淀川・淀川
健康友の会」を
強く大きくする月間が
始まります！

（2017年７月末現在）

健康チャレンジの
!!

①おてがるウオーキングコース
②きっぱりやめます。禁煙コース
③アルコールほどほどコース
④朝食しっかり間食ちょっぴりコース
⑤身体すっきりヘルシーコース
⑥お口さわやか、歯みがきコース
⑦いきいきしなやか頭の体操コース
⑧子どもコース（小学生以下）
⑨私の「健康」コース
⑩なんでも「スポーツ」チャレンジ
コース

70

第４３５号
西淀川・淀川健康友の会新聞
２０１７年９月

（１）

熱 中 症
おおたに

の２種類があります︒特

こる﹁非労作性熱中症﹂
しましょう︒

れ以上にならないように

よ

まだまだ暑い日が続き
に高齢者の方は﹁非労作

さ

大谷 紗代

ますね︒夏と言えば﹁熱

西淀病院・内科医師

中症﹂です︒梅雨明けか

水分としては市販の経
口補水液などもお勧めで
すし︑特に持病の無い方
で食事が摂れる場合はカ
フェインの入ってない麦
茶も良いとされていま
す︒熱中症対策で残暑も
乗り切りましょう！
話を聞きました︒

感染防止委員会より

看護師

感染防止は手洗いから
西淀病院感染防止委員会

加藤

陽子

﹁手洗い﹂
です︒学校や交
通機関︑病院など︑人の
出入りが多いところに
は︑目に見えない菌がた
くさんいます︒いろんな
ところを触った手を洗わ

としているわけにもいき

でも︑ずっと家でじっ
の菌に感染するかもしれ

をこすったりすると︑そ

ずに︑ご飯を食べたり目

者さんや職員を色々な感
ません︒感染を防ぐため

はないでしょうか？

染から守るために活動し
ません︒
そんな時︑
正しい

感染防止委員会は︑患

ています︒
に︑
帰宅時や食事の前に︑

人が受講し︑理学療法士

性﹂に注意が必要です︒
予防方法が︑多くの場合

健康塾第 ２

らお盆頃が熱中症のピー
テレビや新聞などで
しっかり石けんで手を洗

健康でいきいきした生
あなたを

の村岡あかりさんと作業

日常生活で徐々に進行す
﹁インフルエンザ大流

講﹁健康づく

クと言われていますが︑
り体操﹂は
活を送るためには︑栄養

るため︑気付かれにくく
いましょう︒また︑病院

療法士の楠神優さんから

９月も暑さが続きますの
守ってく

行﹂や﹁はしかの集団感
などに置いてある消毒液

バランスのとれた食生
れます︒
も︑入る時と出る時に︑

染﹂などを目や耳にし︑
まず大事
ぜひ使ってください︒

活︑正しい姿勢︑軽い運
なことは

こわくて外に出られない

で煮る︒

え︑汁気がなくなるま

⑤な す と ピ ー マ ン を 加

れ︑５〜６分煮る︒

煮立ったらさんまを入

感想が寄せられました︒

がけようと思う﹂などの

ったくできておらず︑心

﹁筋力アップの運動はま

らだを動かそうと思う﹂

した﹂
﹁毎日少しずつか

ので参加してラッキーで

を動かすことは初めてな

﹁骨盤
受 講 者 か ら は︑

ッチをしました︒

後︑簡単な運動やストレ

強 調 さ れ ま し た︒ そ の

動やストレッチ︑ロコト

重症になってしまうこと
高齢になるほど熱に対

②なすとピーマンを乱切
りにする︒
③フライパンに油をひき
なすを炒める︒
④だし汁に︵A︶を入れ︑
⑥すりごまを入れひと混
ぜする︒

緊張を緩和し︑グリチル

起こりやすいようです︒

テタニーと言われる筋
リチンが神経の異常興奮

突然のこむらがえり︒

肉の痙攣︑硬直する症候
を抑制︒飲み方はこむら

よく使われる薬が芍薬

の一つと言われていま
がえりが起こってからの

﹁あ︑来たー﹂と辛い経

す︒脱水状態や血液の電
頓服や︑寝る前の服用が

甘草湯です︒薬効成分で

解質異常︑冷えによる血
一般的です︒副作用とし

験をされた方は多いので

流障害も原因と言われて
て注意いただきたいの

あるペオニフロリンが筋

います︒熱中症では脱水

は︑
﹁偽アルドステロン

多くの漢方に含まれてい

と電解質異常で熱痙攣と

こむらがえりをおこし

るため︑２種類以上の漢

症︑低カリウム血症﹂
で︑

やすい病気もあります︒

方薬を服用するときは副

いわれるこむらがえりが

脊柱管狭窄症や椎間板ヘ

作用が出やすくなるため

その原因の一つの甘草は

ルニア︑坐骨神経痛など

注意が必要です︒

よくおこります︒

は無いでしょうか？

しゃく や く か ん ぞ う と う

医薬品の中には︑
こむらがえりと芍薬甘草湯

⁝と思った人も多いので

って水気をふく︒

たを抜き︑きれいに洗

り除き︑４等分してわ

① さんまは︑頭と尾を取

■作り方

レを行うことが大切だと

で注意が必要です︒
業で起こる﹁労作性熱中
する感受性や体温を調整

もあります︒

症﹂と︑室内で日常生活
する能力も低下してしま

熱中症には炎天下の作

を送っているだけでも起
うことも関連
しています︒
そんな熱中症
を予防するた
めには涼しい
環境が重要で
す︒室温が
℃を超えるよ
うであれば︑
エアコンなど
で調整し︑そ
今回は︑９月の旬な食
材を選んでみました︒そ
れは︑さんまです︒
さんまは︑青魚の代表
選手です︒DHA︵ドコ
サヘキサエン酸︶︑EPA
︵エイコサペンタエン酸︶
といった脂を多く含みま
す︒DHAやEPAはコ
レステロール低下作用が
の神経疾患︒血流障害や
肝硬変︑糖尿病コントロ
ールの良くない患者さん
や透析中の患者さんにも

◎この事業は︑生活困難で医療費が払えない人を対象に︑ 医療費を無料 または軽減する 社会福祉
法に位置づけられた事業です︒実施事業所は︑西淀病院・のざと診療所・姫島診療所・千北診療

もった千羽鶴を届けたい

所・ファミリークリニックなごみ・ファミリークリニックあいです︒お気軽にご相談ください︒

会には私が参加します︒

おもちゃ病院

と思います︒

山の会・楽山

参加する事ができない患

中村︶

健康体操

︵ＦＣなごみ

争体験のお話しを聞いた

太極拳

者様の為にも︑思いのこ

恒例
﹁子どもたちに平和を語る
つどい﹂ 人の参加でした！
柏花支部

ーで︑西淀労連と共催の

あ と ︑﹁ お こ り 地 蔵﹂﹁ お

藤さんからの生々しい戦

﹁子どもたちに平和を語

母さんごめんね﹂のアニ

７月 日︑柏花センタ

るつどい﹂に区内の学童

メ映画を鑑賞しました︒
ター１階の﹁ミニ原爆戦

映画のあと︑柏花セン

人が参加し

の子ども達
ました︒

最初に年金者組合の佐

争展﹂
で︑戦争当時の﹁学
校 の 教 科 書﹂﹁ ゲ ー ト ル﹂
﹁ 水 筒﹂﹁ 飯 盒 ﹂な ど︑戦 時
中のものに直接触れる体
験をして頂きました︒ま
た︑友の会世話人さんと
一緒に﹁平和の祈りを込
めて﹂折り鶴を折ったり
しました︒
みなしに︑発展させるこ
とは出来ませんでした︒
会員さんの中で︑お持
ちの資料・書籍・写真な
ど︑ご提供いただければ︑
﹁冊子﹂と﹁記念館﹂を
充実したものに︑出来る
と 思 い ま す︒﹁ 淀 協 歴 史
記念館﹂の開設に伴う募

川柳

朗読サークル

あります︒かといって食

歳をむかえられる今年
も︑千羽鶴を二束作って
来て下さいました︒ひと
つひとつ丁寧に折られ
て︑またそれらがいくつ
も連なり綺麗なグラデー
ションになり︑とても圧
巻です︒ある時は宝くじ
の半券で︑ある時はチラ
シで︑１年かけて作って
下さいます︒今年は折り
鶴と一緒にいくつかの飾
りも作っ て下さっ たの
で︑なごみの窓口に飾ら
せていただいています︒
今年の原水爆禁止世界大

﹁淀協歴史記念館﹂
の開設に伴う
募金をお願いします
に﹁いのちの平等﹂西淀

今年は︑﹁日本国憲法﹂ 念して今年２月︑御幣島
年にあた

病院開設という石碑が建
立されました︒
現在︑
﹁物語・西淀病院
の 年﹂という冊子の発

金のご協力をお願い致し
ます︒

０

体操サークル

べ過ぎると脂なので体に

果では︑予算比１０１・８％と

が施行されて
ります︒

周年を記

年の誕生日を迎え

そして︑西淀病院も同
じく

ました︒既に

行と﹁老人保健施設・よど
の里﹂の一階に﹁淀協歴

口座番号

淀川勤労者

※郵便局振り込み先 一
般財団法人
厚生協会

勉強おたすけルーム
コーラスはなみずき

良くありません︒週に２

りです︒

予算を達成した︒第一四半期の

○︻核兵器禁止条約の実現・ヒバク

史記念館﹂の開設を準備
しています︒ 年の歴史
は︑先駆的な医師・看護

︱６４

ふれあい喫茶

〜３回程度の青魚摂取が

○ ︻全日本民医連評議員会方針案

累計では︑予算比 ・８％で予

事例報告や﹁経済的事由で手遅

シャ国際署名の達成にむけて︼

うえ の

☎

健康クラブ

手芸サークル

望ましいです︒

の討議︼以下の意見が出されま

算に３８２万円届かなかった︒

れ死亡﹂ となっ た事例検討な

到達は︑西淀川全体で７︑ ３ ２

み
もえぎ薬局 薬剤師 上野 ひと

０９４０ ６ ３１２４４
※お問合せ

料理サークル

いのち守る
﹁無料・低額診療﹂
をおこなっています

大和田にある善念寺さ

毎年︑千羽鶴を折って
下さる患者様がいます︒

組んでいく必要があると意見が
出 さ れ ま し た︒
﹁ 新 し い ２つ の
柱の実践﹂の文言が何回も出て
きます︒説明文が必要と意見が
出されました︒
○︻６月度及び第一四半期の経営

した︒﹁受療権を守るたたかい﹂

債務超過額は︑５億１︑９６７

ど︑友の会も含めた事例検討会

２筆と奮闘しています︒引き続

師など職員の貢献︑地域
の方多くの方の参加や区

パソコン

恒例の﹁平和のつどい﹂を
開きました！
千北支部

爆が投下されたこの日︑
んで﹁鐘つき法要﹂をし

方々が集まりました︒

千北支部で開かれた﹁平
た後︑千北診療所に戻り︑

８月９日︵水︶
長崎へ原

和のつどい﹂に約 人の
﹁平和の詩朗読会﹂を開
催︒ 朗 読 サ ー ク ル の 方
に︑与謝野晶子の﹃君死
にたまふことなかれ﹄を
臨場感たっぷりに読んで
いただきました︒﹁圧倒さ
れた﹂﹁戦争を体験してい
るからこそ︑二度と同じ
ことは繰り返してはいけ
ない﹂﹁後世に伝えていか
なければ﹂と口ぐちに感

日

想が寄せられました︒

第 ４回淀協理事会を７月

﹁権利としての社会保障﹂など

万円となったことが報告されま

結果について︼６月度の経営結

職員教育の中で位置づけていく

した︒

︵木︶
に開催︒主な議題は︑次の通

必要と︑意見が出されました︒

など開催し︑地域で無料低額診

き︑署名の推進に向けて取り組

88

158

７６︱４５１１︵長瀬︶

喫茶あい房
音読サークル

小物作り
卓球サークル

佃支部
カラオケサークル
☎070‑5667‑1621
花壇サークル

カラオケサークル

食事会

ふれあい食事会

フルートアンサンブル

男の料理

姫里支部
☎06‑6472‑6453
ウォーキングサークル

歩くサークル
「てくてく」 あい・みくに支部 カラオケ

ギターサークル

☎06‑6150‑2051
竹島・加島支部 楽しい絵手紙サークル
サークル
ふれあい喫茶「元気」 ☎06‑6300‑5517 「趣味の会」
ちぎり絵

花木の世話
「グリーン」
喫茶ふれあいサロン

リフォームの会

☎06‑6472‑6453
西淀病院支部
☎06‑4808‑8151

パソコン教室

○西淀病院（電話6472―1141（代表））
10月15日 11月19日
○姫島診療所（電話6473―5151）
11月12日
○千北診療所（電話6473―1864）
10月15日
○ファミリークリニックあい（電話6150―2051）
11月19日（予定）

詩吟

吹き矢サークル

健康サークル

柏花支部

うたごえコーラス
布切れの会

2017年10月・11月の日曜健診

映画サークル

折り紙サークル

スケッチの会

千北支部
☎06‑6473‑1864

映画サークル
映画サークル

御幣島支部
☎06‑6472‑4341

太極拳

サークル予定表
の

10

竹島・加島支部

!!
手芸サークル

ひめしん支部
☎06‑6473‑5151

平日・日曜日とも予約制です。病院・診
療所へ電話でお申込みください。受診時は
「受診券」が必要です。ご相談ください。
日曜日は下記の予定です。

サークル大正琴

※月によっては、
「休み」の
場合もあります。各支部に
お問い合わせ下さい。

健診のご案内

千羽鶴をバックにＦＣなごみの待合室で記念撮影
記念館の見取り図（現：よどの里ラウンジ）

月

28

療事業を広げていく運動と社会

70

70

平和の詩朗読会のあとの懇談＝千北診療所３階にて

むことを確認しました︒

本棚

70

机

70

内の諸団体との共同の営

06

さんまと野菜の煮付け
15

保障の拡充を求める運動を取り

ミニ戦争展を見学する学童の子ども達

簡単料理で健康に!!

西淀病院
安全管理室
だより ー18

80

・さんま…………………２尾
・ナス……………………２本
・ピーマン………………２個

思いのこもった
千羽鶴を届けたい！
94

80

40

食生活、正しい姿勢と
軽い運動
第20期
第２講

■材料
（２人分）
１ 人 378kcal 塩 分 1.5 ｇ

塾生を指導する楠神作業療法士
（写真中央）
＝８月19日のざと診療所３階にて

（Ａ）
濃口醤油……大さじ１杯
みりん………大さじ１杯
しょうが
（薄切り）
…２枚
喫茶コーナー

70

ひ ろ な り
た
む ら

21
＊調味料
サラダ油………………適量
すりゴマ
（白）
…大さじ１杯
だし汁………… 2/3カップ
ショーケース

27

25

村田 敬也の
西淀病院・食養科科長

（２）
２０１７年９月
西淀川・淀川健康友の会新聞
第４３５号
第４３５号
西淀川・淀川健康友の会新聞
２０１７年９月
（３）

一人になったら心配？
熱中症にならないた
め︑お茶を飲んだり塩分
取ったり︑甘いお菓子食

感心と同感

他の豪雨災害︑本当に気

九州熊本県︑大分県︑
ダメ︑頭の中に情景を浮

ついて︑活字を読んでは

真子さんの言葉﹁朗読に

部屋のにおい
やトイレの床の

未満の 歳以上の方で︑

受け取るためには保険料

るといわれています︒今

対象者は約

基礎・老齢厚生年金︶を

﹁短縮﹂と書かれた黄色

納付済期間と保険料免除

年２月から７月にかけて

日 本 年 金 機 構 か ら︑

い封筒が届いている方は

期間等を合算した資格期

順次郵送されています︒

万人にも上

いませんか？

間が原則 年以上必要で

年以

８月からは︑資

したが︑今年の

ません︒必要な書類を年

だけでは年金は受給でき

黄色い封筒を受け取る

上あれば年金を

しなければなりません︒

金事務所等の窓口へ提出

格期間が

受け取ることが

手続きがお済みでない方

入った﹁年金請

黄色い封筒に

うえ︑お早めに手続きさ

１１６５︶にてご予約の

ル﹂︵ ０ ５ ７ ０ ︱ ０ ５ ︱

は︑
﹁ねんきんダイヤ

できるようにな

求書﹂が届くの

れることをおすすめしま

りました︒

は︑年金保険料

す︒

年

を支払った期間

℻６４７８ー３６７２

︿第 回の解答﹀
﹁ウミビラキ﹂

応募総数は 通︑正解
者は 人でした︒左記５
人の方に図書カードをお

︻ヨコのキー︼

①〇〇入り娘
②︱︱を強打し気を失う
③書きつけ
④この犬は人に︱︱を加
えない
⑥〇〇〇一転
⑧︱︱な計画で大失敗
⑨試合の途中︱︱を報告
⑪手下
⑬浮標
⑮収益性の高いものや人
を〇〇箱と呼ぶ

︻タテのキー︼

が 年以上

５ー
淀川勤労者厚生
協会内 ﹁健康の友﹂編
集委員会行

︿あて先﹀
〒５５５ー００２４
大阪市西淀川区野里３ー

これまで︑年金︵老齢

日︵消印有効︶まで
に下記のあて先ま
で︒
近況や本紙の感想
などをひとことお書
き下さい︒
カギを解き二重ワクに入る文字をア
ルファベット順に並べて言葉を作って
下さい︒正解者５人の方に図書カード
をお贈りします︒

64

少しでも飛んで行きた

の毒に思います︒少しで
かばせて語る﹂に︑なる

健康の友７月号︑吉田

も飛んで行ってお手伝い
ほどと感心し︑﹁生きるこ
汚れなど気にな

る点はありまし

たが︑職員の方々は皆さ

新たに年金を受け取れる方が
増えました！

︿応募方法﹀
﹁第 回クイズの答
え﹂と明記し 月
10

い！

したいのですが⁝︒足腰
とは︑誰かと手をつなぐ
芳乃

こと﹂に同感しました︒

弱く残念です︒
野里 狭間 和子
宝塚市 音
ん笑顔で︑一人ひとり患
者さんに丁寧に対応され
て安心して過ごせまし

足がバラバラ
スクエアステップに参
た︒色々と困難なことが

若い方の参加は頼もし
西淀川区から︑原水爆
加しました︒二つ以上を

あると思いますが︑より

い！

った時︑心配ですよね︒
禁止世界大会に参加され
同時に出来ない私は手・

良い医療を届けるため

べたりしています︒二人

ボケないように頑張りま
ることを読みました︒若
足バラバラで笑われてい

暮しですが︑ひとりにな

す︒字も書く機会が減っ
い二十代の方も 人行か

に︑
がんばってください︒

松本 英代

ます︒でも楽しい︒

たので︑パズルも頑張り
れるそうで︑とても頼も
姫島

ご意見ありが
とうございま
す︒清潔を保つ
為に︑職場で工
夫していきます︒

︱︱ 題 ︱︱
月５日︶
・１月号﹁プレゼント﹂

月号
﹁アルバイト︵
﹂

月５日︶

10

25

①平和を象徴する鳥
③１９２０年代︑ 年代
は昭和︱︱
⑤︱︱恐怖症だから登れ
ない
⑦ケーキを八等〇〇に
⑧〇〇情︑友〇〇
⑩打てば響くように︱︱
が利く
⑫前夜
⑭二度︒︱︱の挑戦
⑯並外れた力

『健康の友』をお近くの会員さんに届けるボランティアを募集していま

しく思いました︒

足ビーンと軍事パレード北の国

東三国・後藤 幸恵

姫島

︵

︵１月５日︶
︶は投稿締切日

414

お
な
やまうち

奈央
山内
医療福祉相談課

25

10

ます︒未だ︑ 歳なので
恵子

日の朝日新聞﹁天声人語﹂にあ

仕事終え手と手をつなぎ歩いた

※︵

２月号﹁節分﹂

■投稿規程

滋 さん
啓子さん

贈りします︒
大津
勝則さん
小玉
菱川

小寺 冨美代さん
長谷川 絹子さん

の会柏花センター・淀協本部組織部にお電話ください。
（☎06-6472-6453）

配布ボランティア募集！ す。月１回ウォーキングをかねて、数部程度でも。西淀川・淀川健康友

若いかなー︒
中央区 荒井
平和というベースがあれ

りました︒歩数が目標には少し

大津市 門東美知子
西三国 松下賀代子
老いた犬私の歩調でゆっくりと
幸恵

10
Ｅ

ばこそ！
幸せな生活が出来るの
は︑平和というベースが
あればこそ︑やはり平和
で仲良く人とふれあいが
あるのは︑素晴らしい︒
武田 健一

足りないからと思い︑健気にも

日

英代

遠回りして帰宅しましたね︒

歩数計今日の体調よく示し

杉本

②歩きながら川柳や俳句を考え
ていると時には素晴らしいもの
が出て来ますが︑帰宅してメモ

東三国 後藤

締切日は︑毎月５日必着︒投
稿はハガキになるべく３句以上
でお願いします︒作品はお返し

徳永カズエ

しません︒なお︑一部添削する

佃

核廃止母子共々ドラムデモ

小川ケイ子

佃

こともあります︒

寝たきりが怖くて今日もウォー
キング

③昨
夜は寝苦しかっ たしあと二十

人生の歩み楽あり苦もあって

直ぐメモをしましょう︒

分︑いや十分でもいいから寝た

順子

輝子

十八条

茨木市 高谷

西川

いと思っているのに︑うちの犬

米寿まで目標決めて歩く日々

35

姫島

川 柳
選者 加山勝久

兼題﹁歩く﹂

年雄

もって歩き︑頭に浮かんだ句は

をしようとするともう忘れてい
敏光

︿秀句﹀
小松

ます︒やはり︑メモ帳と鉛筆を

十八条

中村

澄子

は定刻になれば︑そんなことに
と鳴き始めます︒

お構いなしに散歩に行こうよ！

22

412

35

友 の 会

西淀病院

164

制度あれこれ
第414回

65

30

11

18

①帰り道歩数計見て遠回り

木川東

②立ち止まり句を書き留めてま
た歩き

古田

③歩こうと犬が促す眠い朝
福町

︻秀句評︼①﹁健康を維持する
ためには１日８千歩﹂と︑ある

Ｂ
Ａ

10

答
回

知り
たい！
知って欲しい！

!!
?!

投書の
主な内容
12 11

ク イ ズ
Ｄ
Ｃ

幸子
柴﨑
西淀川区

59

（４）
２０１７年９月
西淀川・淀川健康友の会新聞
第４３５号

